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知床山考舎 ガイドプラン（ガイド登山） 注意事項 
～ お申し込みの前にお読みください ～ 

<ガイド登山への参加にあたって＞ 

■知床山考舎が実施するガイド登山は旅行業法に
基づく旅行商品ではありません。知床山考舎の
山行会員にご登録いただき、計画の段階からご
参画いただきます。 

■登山は会員各自の主体的意思による行動である
ため、行動中の事故は会員各自の責任となり、
知床山考舎ではその責任を負いかねます。 

■登山は山岳地帯での行動を対象にしているの
で、危険、困難、障害について予測、認識する
とともに、各自の技術や体力に大きく左右され
ることを理解した上でご参加ください。ガイド
は会員の安全を保障するものではありません。
会員ご自身でも保険加入等の充分な対策を講じ
てください。 

■ガイド登山は、ガイドと会員が知床山考舎に集
合してから解散場所に到着するまでとします。
登山計画により会員の集合場所と解散場所を設
定することがあります｡ 

■集合や解散時の移動は会員各自となります。ガ
イドが移動するための車両に同乗した際に交通
事故などがあった場合はガイド加入の自動車保
険の範囲内での保障とします｡ 

■ガイド登山は、天候、積雪や残雪など季節的な
要因、ツアー中に生じた事象等に関わらず実施
しますが、予定した行動ができないと判断した
場合は計画を変更します。 

■ガイドは天候やルートの状況、野生動物の状
況、会員の状況などから行動が悪化することを
避けるための判断、決定をし、そのことに責任
を負います。ガイドはその判断と必要な措置の
説明を行いますが、判断に対する苦情や反対行
動をする会員については、ガイド自身や他の会
員の安全を確保するために、現地にて除名し、
以後は別行動とさせていただきます。 

■ガイド登山時に撮影、録画、録音したものにつ
いて、新聞や出版物、テレビやラジオ放送、映
像メディア等に提供、使用することがありま
す。使用不可の場合は事前にご連絡下さい。 

<ガイドの配置について＞ 

■登山計画の内容により、ガイドやスタッフの人
数や配置を決定します。配置は日本山岳ガイド
協会のガイドレシオを基本とします。 

※基本となるガイド対顧客人数比率 
（職能区分=登山ガイドステージⅢまたはⅡ） 

・無雪期 ハイキング道など（3-4時間/1日） 1：15 
・無雪期 登山道（初級）（4-5時間/1日） 1：12 
・無雪期 登山道（中級）（6-8時間/1日） 1：10 
・積雪期 山地・高原ハイキング道など 1：15 
・積雪期 雪山登山道（初級=無雪期中級） 1：10 

■会員の申し出があった場合、または、計画内容
によっては参加する会員の人数の多少に関わら
ず、ガイドの判断でサポートガイド等を配置する
場合があります。 

<ガイド料について＞ 

■ガイド料は知床山考舎と会員で作成する登山計
画により決定します。 

■ガイド料とはガイド登山中に発生する費用の総
額で、基本料とそれ以外の諸経費の総額です。 

■基本料とはガイドの日当に相当し、日本山岳ガ
イド協会の標準日当を基本に算出します。ガイ
ド登山ではない歩荷（荷物運搬）、調査や業務
的な登山などは、個別に見積もりします。 

※基本となるガイド標準日当（無雪期一般登山道） 
・半日（2～4時間くらいの実働） 15,000円 
・一日（5～8時間くらいの実働） 30,000円 
（実働とは、登山開始場所での行程開始から登山
終了場所到着まで） 

■基本料以外の諸経費とはガイド自身の移動や宿
泊施設利用時などの実費費用、縦走時などテン
ト泊の場合の会員共同で購入する食料費など、
参加する会員全員で負担する経費で、参加する
会員で人数割りします。 

■ガイド料には国内旅行総合保険代が含まれま
す。これはいわゆる山岳保険ではありませんの
でご注意ください。 
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■山行毎に会員は国内旅行総合保険に加入します
が、死亡や負傷事故が起きた場合、その保険の
限度額を越える損害については責任を負いかね
ます｡ 

■国内旅行総合保険の加入は日本国内に現住所の
ある会員にかぎらせていただきます。これは知
床山考舎が契約する損保ジャパン日本興亜東北
海道支店網走支社の取り扱いに従うものです。 

■国内旅行総合保険の最高限度額は、死亡・後遺
障害2,970万円、入院日額4,500円、通院日額
3,000円となっています（2012年10月～）。 

■行動食など各人で対応するもの、また、ガイド
登山の前後などの交通費や宿泊費などの料金・
費用は会員各自でご手配、ご負担ください。 

■知床山考舎で計画したガイド登山は「スケ
ジュールプラン」（SPと略）と称し、ガイド料
は企画時に設定してお知らせします。 

■個人装備は会員各人が運搬することが原則です
が、運搬をガイドに依頼する場合は別途料金を
ご負担ください。登山計画などから必要なサ
ポートをするガイドを配置することがありま
す。 

※サポートガイド料金（1名あたり） 
・一日20,000～30,000円 

■ガイド登山前までの移動日や前後泊、天候待ち
などでガイドを拘束する場合は日数分の拘束料
金と諸経費をご負担ください。拘束されたガイ
ドは他の仕事を請けることができなくなります
ので、拘束日を使用しない結果となっても拘束
料はお返しできません。 

※基本となる拘束料金（ガイド等1名あたり） 
・一日25,000円+諸経費 

<ガイド登山への申し込みについて＞ 

■知床山考舎から登山計画書等と共にお送りする
注意事項（本紙）を了承の上、ガイドプラン申
込書に必要事項をご記入してお申し込みくださ
い。 

■お申込みから一週間以内に申込料をお振り込み
ください。ガイド山行料から申込料を差し引い
た残金は山行出発前までにお支払いください。 

※基本となる申込料の算出（ガイド一名配置の場合） 
・3,000円×参加人数×行動日数 

■申込書と申込料のお振り込みを確認した時点で
申込受付完了とします。これらの処理がなされ
ない場合、受け付けいたしかねます。 

■振込先は次のとおりです。なお振込手数料はご
負担願います。 

知床山考舎（シレトコサンコウシャ） 
・北洋銀行 斜里支店 
 普通 ３０８４１２３ 

・郵便貯金　記号 １９９００ 
 番号 ５１４８３９１ 

・ゆうちょ銀行　九九八 店 
 普通 ０５１４８３９ 
・郵便振替０２７９０-３-７６０８０ 

（ 電話番号  0152 - 28 - 2977 ） 

※参考）お申し込みのながれ 

お問い合わせ、お申し込み 
↓ 

計画書・申込用紙を送付いたします 
↓ 

申込書ご記入の上ご送付ください 
（E-mail・郵送・Fax等） 

↓ 
申込料をお振込みください 
（申込みから一週間以内） 

↓ 
ご予約完了です 

＜中止・お取り止めについて＞ 

■申込受付完了の段階で、ガイドは日程の確保、
ガイド自身の移動や宿泊の手配、食料や消耗機
材購入など準備作業を行います。そのため、申
込受付完了後に日程を変更したり取り止めた場
合や中止しても申込料はお返ししません。 

■会員の都合で山行日を変更したり取り止める場
合は速やかにご連絡下さい。申込受付完了から
出発日の7日前までは申込料を、6日前から前々
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日は宿泊や移動などガイド側の手配や準備が完
了していることからガイド料の半額を、前日と
当日は全額を、それぞれ申し受けます。 

■遠隔地や宿泊のためにガイドが集合場所に向け
て出発する前、または7日前までに中止の決定を
した場合は、ガイド料から申込料を引いた差額
をお返しします。 

■遠隔地や宿泊のためにガイドが集合場所に向け
て出発した後、または6日前から前々日に中止の
決定をした場合は、ガイド料の半額をお返しし
ます｡ 

■前日から当日、また、集合場所から出発した後
に、ガイドの判断で中止やルート変更した場合
はガイド料のお返しはしません｡ 

■お返しする際の振込手数料は、お返しする金額
の中から差し引かせていただきます。 

※参考）戻入額 早見表 

<装備・服装について＞ 

■登山計画で必要な装備や服装を決定します。登
山計画書と資料として配布する諸注意を確認の
上、不明点はご連絡、ご相談ください。 

■装備がご用意できない場合などはご連絡くださ
い。必要に応じてレンタルするなど対応できる
場合があります。 

■装備を用意されなかったり、その装備が必要な
機能を満たしていないとガイドが判断した場
合、その時点で中止やルートを変更する場合が
あります。 

■テントなどで山中泊する場合、共同で使用する
装備や食料などを分担して運搬してもらう場合
があります。 

■環境保全のためトイレのない場所では携帯トイ
レを使用し、排泄物と使用したトイレットペー
パーなどはすべて持ち帰ります。持ち帰った携
帯トイレは下山先の自治体等のゴミ分類に基づ
いて処理します。 

＜事故・遭難発生時の対応について＞ 

■事故等緊急事態にあった場合、警察への救助依
頼をはじめ、実行できる最善の対策を講じるよ
う努力しますが、通信の状況や気象条件によ
り、すみやかな救出や充分な手当ができないこ
とがあります。 

■遭難事故発生時には情報の錯綜により捜索・救
助活動に遅れや支障が出る場合が多くみられま
す。登山計画書にはあらかじめ連絡先などを記
載します。また現地ではガイドや救助隊員の指
示に従って行動してください。 

■事故発生時にすみやかに捜索や救助を受けるた
めに、会員はご家族、特に緊急連絡先とした方
に山行計画書の写しを渡すなど、確実に連絡が
取れる状態にしておいてください。 

※参考：北海道・道東地域での遭難対策 
◯知床連山や網走管内の山で山岳遭難事故が発生
し、救助等要請があった場合、北海道警察北見
または釧路方面本部所管の警察署が出動し、必
要に応じて警察署は地元の山岳会などで構成さ
れている網走地方山岳遭難防止対策協議会に出
動を要請します。協議会が出動した場合は費用
弁償することになります。 

◯北海道の山岳救助には自治体の防災用か自衛隊
のヘリコプターが使用されます。出動に関して
はいずれも無償です。なお、北海道警察のヘリ
コプターは札幌（丘珠空港）または帯広から出
動してきます。 

中止の
決定

中止などのタイミング
戻入額
の割
合

会員の
都合

申込受付完了～7日前に変
更・取り止める場合

100%
-申込料

6日前～前々日に変更・取り
止める場合

50%

前日～当日に変更・取り止め
る場合

0%

判断に
よる

ガイドが遠隔地等の集合場所
に出発する前、または7日前
までに中止とした場合

100%
-申込料

ガイドが遠隔地等の集合場所
に出発した後、または6日
前～前々日に中止とした場合

50%

前日～当日、または出発後に
中止やルートを変更した場合

0%
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知床山考舎 山行会員　会則 

第１条 本会は、知床山考舎山行会と称します。 
第２条 本会は、知床の自然に親しみ愛する者が、知床山考舎のガイド登山等を通じてその自然を確認しな
がら、永続的に守り伝えることを目的とします。 

第３条 本会は、知床山考舎と前条の主旨に賛同する個人をもって組織し、年齢・性別・経験の多少は問わ
ないこととします。 

  2．本会に登録した会員が、本会以外の山岳会や団体等に登録等している、または、登録等することに知
床山考舎及び本会は一切関与しません。 

第４条 本会は、第2条の目的達成のため次の事業を行うこととします。 
1、計画及び目標に基づく登山等。 
2、登山に関する研究活動。 
3、登山技術の習得及び訓練。 
4、自然や環境に関する研究活動。 
5、その他、目的達成に必要なこと。 

第５条 本会に事務局をおきます。 
  2．事務局を知床山考舎内に置きます。 
第６条 事務局は、企画立案・運営並びに会務を遂行することとします。 
第7条 本会の経費は、ガイド料・その他をもって充てることとします。 
第8条 本会の事業年度は、1月1日から始まり同年12月31日に終わることとします。 
第9条 会員は次のことができます。 

１、ガイド登山等計画の知床山考舎への提案 
２、ガイド登山等の先行予約 
３、ガイド登山等日程の優先確保 
４、同事業年度内に複数回ガイド登山等に参加した場合の2回目以降のガイド料の割引 

第10条 会員がガイド登山等でガイド等の決定に従わず行動した場合は、行動と同時に会員の資格を取り消
し、そのガイド登山等で発生した事故に対して会は一切の責任を負いません。 

附　則 この会則は、2003年7月1日より施行する。 
 2013年7月1日一部改正 
 2013年9月3日一部改正 
  
知床山考舎 
〒099-4122    北海道斜里郡斜里町字峰浜54-3 
 電話＆ファックス (0152) 28-2977 
 携帯電話  (090) 6046-3548 
 電子メール guide@trek-shiretoko.com 
 ホームページ http://www.trek-shiretoko.com/ 

代表・登山ガイド   滝澤大徳 

日本山岳ガイド協会 登山ガイド ステージ III No.1425 
日本山岳ガイド協会 スキーガイド ステージ I 
北海道アウトドアガイドNo.333 山岳ガイド（冬山） 
北海道アウトドアガイドNo.032 山岳ガイド（夏山） 
TMCA  ツリーイング チーフ インストラクター 
WMA  Wilderness First Responder  2020.11 
公財）日本ケアフィット共育機構 サービス介助士 

岳芸員・山と自然のガイド   伊藤 典子 

日本山岳ガイド協会 登山ガイド ステージ II  No.2138 
北海道アウトドアガイド No.1162 山岳ガイド（冬山） 
北海道アウトドアガイド No.1053 山岳ガイド（夏山） 
TMCA  ツリーイング インストラクター 
WMA  Wilderness Advanced First Aid  2018.11 
北海道木育マイスター 
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